esp@cenet® ユ ー ザ 、 主 要
なデータベース改善から恩
恵を受ける。
国際的データベースの基
本的な再構築に続いて、
EPO は、長いことユーザ希
望項目リストに掲げられて
きた三つの有意義な改善
を esp@cenet® 内に施し
ました。
■ 現在、日本ドキュメントの抄録が、
worldwide データベース内で利用可能
です。以前は、日本の抄録は、
worldwide データベース内に含まれて
おらず、抄録内を検索しようと思ったユ
ーザは、毎回、「Patent Abstracts of
Japan」に接続し直さなければなりませ
んでしたが、もうその必要はありませ
ん。
■公報番号検索は、現在、第 2 段階、
最終段階の公報番号で、検索可能で

す。これは、特に、通常使用され
てきた識別子が登録特許である
デンマーク、オランダ、スウェーデ
ン、フィンランドといった国々には
都合が良く、esp@cenet® でも過
去から収録してきました。そして、
公開番号として検索可能な識別
子はそれに相当する出願番号に
基づいています。
■早期アップデート：EPO、フラン
ス、ドイツ、イギリスのドキュメント
は、現在、公開日に worldwide デ
ータベースにロードされます。長
期にわたり有意な追加事項が続
きますので、逐次新記事をお知ら
せいたします。

母国語による
母国語
による esp@cenet®
esp@cenet®は全 EPO メンバー国
を含む協力プロジェクトであること、
ユーザは、何ら、EPO サーバを介し
て esp@cenet® を利用しなければ
ならない義務は課されていないこと
を時々思い起こすことは有意です。
国内データに加えた esp@cenet®
と全く同じデータベースを、母国語イ
ンターフェースを使って、ヨーロッパ
のいろいろな国の特許庁から利用
できます。新様相 esp@cenet® は
少し前にリリースされましたが、国別
のインターフェース用翻訳準備はほ
んのわずかで完了しました。メンバ
ー国のほとんどの国内特許庁は、
最新バージョンのインターフェースに
移行を完了しています。また、ヨーロ
ッパ以外の特許庁でさえ、最新アッ
プデートに基づき自分たちの
esp@cenet® サー ビス を展 開し て
います。esp@cenet® 共同体に最
近加わった国に、ユーラシアとロシ
ア特許庁の 2 国があります。

国内 esp@cenet®サーバの全リストは
esp@cenet®上で入手できます。

www.espacenet.com

途上にある
途上
にある esp@cenet®
今年ダブリンテクノロジー協会（DIT）主催によ
り、esp@cenet® ロードショウプログラムがダ
ブリンで開催されました。2 月の二日間で、50
人の参加者が異なる 2 つのロードショウに参
加しました。

△1 ページの続き

代表的なロードショウでは、esp@cenet®
の基本的検索関数とデータベース収録期間
が紹介されます。そして、ペース速度を上げ
て、分類検索といったアドバンスト検索関数
が、用意されたケーススタディの中で紹介さ
れます。その後、参加者に対して新しく知り
得た知識のテストとして、時間無制限で、難
しい課題が与えられます。
DIT は EPO にこの第 1 回のロードショウを
更なるイベントと共に継続し、トート（taught）
コースに IP を導入できるかどうか検討した
い と 申 し 入 れ ま し た 。 EPO は DIT の
Dr.Peter Kavanagh 氏の好意とすばらしい
イベント組織に感謝を表しました。
今年アイルランド以外にも他のロードショ
ウが計画されています。全スケジュールは、
http://forum.espacenet.com の
www.espacenet.com か esp@cenet®のフ
ォーラムをご覧下さい。
もし、あなたのお近くで EPO と一緒にロー
ドショウを行いたい時には、
espacenet@epo.org にご一報下さい。

esp@cenet® オンライン 調
査結果
2004 年度末まで、私達は、esp@cenet®
ユーザについてより多くのことを知るために
オンライン調査を実施しました。
調査の結果、esp@cenet®は、どの部門
が特にという訳ではなく、工場の広範囲な部
門で使用され、最も頻繁に利用している部
門としては化学工場（13％）、機械エンジニ
アリング（11％）、製薬（9％）がありました。
これは特に驚くことではなく、多くのユーザ
が特許と共に普通に働いているということで
す。回答者の 25％の人が特許弁理士また
は法律家補助員で、15％の人が特許情報
専門家、そして 12％がエンジニアということ
も貴重な数字でした。
最も頻繁に報告された esp@cenet®の使
用法は、「特許検索法」でした。また、おもし
ろい事実として、回答者の 1％しか、
esp@cenet®を利用して競合企業のウォッ
チングをしていませんでした。

esp@cenet®のターゲットグループがヨーロ
ッパの工場であるので、調査に回答してくれ
た人の 2/3 がヨーロッパであったことは喜ば
しいことでありました。そして調査に回答して
くれたユーザの約半数の人が、少なくとも一
週間に 2,3 回程度、esp@cenet®を利用し
ていると答えていました。
最後に、回答者の 86％の人が満足か大
変満足していると、87％の人がまた使用し
たい、そして、95％の人が、他のユーザに
esp@cenet®を推薦すると回答しました。
調査の結果は、esp@cenet®がヨーロッパ
で重要な特許情報ツールとして確立したこと
を物語っています。このような調査を将来も
繰り返して行ない、そして、結果を公表する
ことで、興味を持っている我々や他の全ての
人達に、esp@cenet®がどう思われている
のか、長年の進化をどのように感じているの
かをモニターできるようにしていきたいと私
達は考えています。
詳しい情報は、esp@cenet®ウェブサイト：
www.espacenet.com か
eapacenet@epo.org の esp@cenet®ヘル
プデスクにご一報下さい。

ライブアップデートに
ライブアップデートにチャンネルを
チャンネルを合
わせて下
わせて下さい！
さい！
esp@cenet®検索関数やデータベースコ
ンテンツのより詳しい情報をお知りになりた
い方は、バーチャル教室に申し込みをなって
下さい。esp@cenet®で起こった最新の変
化について、単に知りたいのであれば、
esp@cenet®ニュース LIVE！にチャンネル
を合わせて下さい。第 1 回の公報は 3 月 15
日に交付されました。
esp@cenet®の開発情報や調査結果とい
った一般的な情報は、www.espacenet.com
の esp@cenet®ウェブサイトで公開されま
す。

INPADOC WATCH サービス
をもうご利用になりました
か？
選択したパテントファミリーに生じている変化
を追跡する必要が生じたときには、
esp@cenet®を定期的にチェックすることで、
例えば、知りたい特許が許可されたか、その
優先権者が変更されたか、或いは、特定の
国で有効になったかどうかを知ることができ
ます。しかしながら、これは極めて時間のか
かる仕事であり、特に、多数の特許ドキュメ
ントをチェックする時には膨大な時間がかか
ります。
ウィーンの INPADOC サービスチームが提
供している WATCH モニタリングサービスは、
あなた方に代わって全てを行なってくれます。
書誌的事項（新しいファミリーメンバーの公
開や、新しい公開レベル等）や、INPADOC
リーガルステータス情報（失効、国内段階移
行等）の全ての部分において生じた変更を
自動的に知らせしてくれます。
実施してほしいドキュメントの番号リスト
（公開、出願、或いは優先番号）、できれば
公開日と出願日付きでご連絡下さい。受け
取りましたら、一週間に一度、火曜日にチェ
ックをして、リスト上の番号に相当する番号
に何らかのパテントファミリーの変化が生じ
たかどうかをチェック致します。変化が生じ
たときには必ず関連するパテントファミリー
データの添付ファイル付き e-mail でお知ら
せ致します。
詳しい INPADOC WATCH に関しては、下
記の連絡先まで。
Tel: +43 1 52126 4544
Fax: +43 1 52126 4492
e-mail: inpadocservices@epo.org

Alain Pompidou 長官は、
Thomas Hammer 新副長
官がヨーロッパ特許庁に来
られたことを歓迎するスピー
チの中で、EPO は今、歴史
の中で最も広大で、そして
最も重要な再編事業をなっ
ていると表明しました。

この特許庁が最初に開庁した時、調査はハ
ーグで、審査はミュンヘンでした。庁内の自
動化傾向は BEST プロジェクトをもたらしま
した。これにより、調査と審査は庁内電子デ
ータベースにアクセスする同じ審査官により
実施できるようになりました。
BEST プロジェクト実施の成功の後、出願処
理はもはや一人で行なうことが可能となり、
ファイルを EPO の各地に転送するといった
ことはなくなりました。

特 許 許 可 は 今 現 在 Directorate-General
1(DG1)にその責務を置いています。そこに
は、ハーグとミュンヘンの審査委員会の全
員がいます。この再組織は内部処理を改善
し、ヨーロッパ特許システムのユーザに、よ
り良いサービスを提供することでしょう。
これらのユーザとは一体誰なのでしょう
か？一方では、出願人です。彼らは審査さ
れた出願、登録になった特許を可能な限り
早く、そして安価に入手したいと考えていま
す。その一方では、一般の人です。彼らは、
専用実施権の許可の見返りに発明の技術
的実施についての全ての情報を知る権利が
ある人たちです。事実、公に対して出願人の
興味は、新しい発明の保護対象についての
正確な情報や、時たま不幸にも見落としてし
まった従来の関連技術についての情報を知
ることです。ヨーロッパ特許庁は一般の方々
にこの情報へのアクセスを提供するために
最新のツールを使用しています。

インターネット時代になって、公開になった
特許公報の紙コピーを世界中のいろいろな
特許庁に送っているのはもう時代遅れです。
私たちは、時代に沿って、まさに必要として
いる情報を、ユーザが簡単に、迅速に、そし
て低コストでアクセスできる情報ツールを提
供しなければなりません。
これが、EPO Directorate-General 4 の一
部 で あ る Principal Directorate Patent
Information の仕事です。
今回の EPIDOS ニュース（近日発刊予定
のものも含めて）の中で、ヨーロッパ特許庁
の現在進行中の取り組みの最近の成果を
知ることができます。このように、私たちはユ
ーザに最も可能性のあるサービスを提供し
ていきます。

Wolfgang Pilch 談
Principal Director
Patent Information

ヨーロッパ公報
ヨーロッパ公報サーバ
公報サーバ：
サーバ：
特許ドキュメントオンライン
特許ドキュメントオンライン、
ドキュメントオンライン、
無料サービス
無料サービス

2005 年 1 月 1 日、ヨーロッパ特許庁は
ヨーロッパ刊行物サーバを立ち上げまし
た。これは、ユーザに全ての EPO 特許ド
キュメントを無償で提供する新しいオンラ
インサービスです。このサービスは、
EP-A ドキュメントが 2005 年 4 月 1 日か
ら公式に廃止される伝統的な紙ベース刊
行に取って代わるものです。
EP-B ドキュメントに限って、特許権者は、
規則 51(4)EPC に基づき所定の期間内に
申請すれば、ヨーロッパ特許の許可書と
共に特許明細書を紙形式で取得すること
ができます。
新しいサーバの開始は公式には EPO
公式ジャーナルの 2005 年 2 月号に発表
されました。この新しいサービスにより、
全てのヨーロッパ特許ドキュメント（特許
明細書、登録特許および修正）が SGML
と PDF 形式、および、後日 XML で変換可
能な SGML で入手可能となります。

Online European Patent Register と
esp@cenet®にもリンクされています。
磁気光学媒体の ESPACE®シリーズ製
品はもちろん、EPO のウィーン支部から
特許ドキュメントの注文オプションも同様
に並行して維持されます。

ヨーロッパ刊行物サーバは、EPO によ
る公式発刊の時と同じく（通常、水曜日
の 14:00）、一週間に一度更新されま
す。2004～2005 年のデータは、開始
時から蓄積されています。2004 年以前
に着いては、定期的に追加されます。
このサーバへのアクセスは、
http://publications.european-patent-o
ffice.org です。
更に詳しい情報は、
publications@epo.org に問い合わせ
て下さい。

ウィーン －
極東と西欧との間のミーティングポイント
次第に知られるようになった極東からの特許情報に関する「極東と西欧のミーティン
グ、ウィーン」の第 3 回フォーラムが 2004 年 11 月 25, 26 日に開催されました。
日本特許庁（JPO)の支援と協力で 2002 年
に組織された第 1 回の「極東と西欧のミーテ
ィング、ウィーン」フォーラムは、日本特許情
報に完全に特化していました。2003 年のイ
ベントでは、主催者は、韓国特許庁（KIPO）
から講演者を招くことができました。そして、
2004 年では、日本、中国、韓国から全 18 人
の代表団と 80 人以上のヨーロッパ、アメリカ
の参加者を交え、極東からの特許情報に関
する真のフォーラムが開催されました。

NCIPI は、JPO のデジタル図書館（IPDL)の
ために、2004 年の 10 月から日本の技術移
転や特許ライセンスの推進責務を負うことに
なりました。

機械翻訳
日本特許情報機構（Japio）のコバヤシ アキ
ラ氏は、日本語から英語への機械翻訳の難
しさを考察し、日本特許抄録（PAJ）に対する
機械翻訳の利用について報告しました。

PATOLIS-e の新展開

2004 年フォーラムのハイライトには、中華
人民共和国の国家知的財産権庁（SIPO）の
代表が発表した二つのプレゼンテーションが
ありました。三つの日本のワークショップもま
た、中国、韓国特許情報に関する初めての
ワークショップと同様に大変人気でした。そ
の最初のワークショップは SIPO と KIPI（韓
国特許情報協会）からのエキスパートを目
玉にしていました。また、2 日目の非公式な
「エキスパート達と朝食を」は、参加者と極東
からの専門家との対談の場を提供しました。

最近の活動から、ムラセ セイ氏（株式会社
パトリスの新人）は、PATOLIS-e システムの
特別な利点、例えば、英語キーワードを利
用したフルテキスト検索、フルリーガルステ
ータスの蓄積期間、フルテキストの機械翻
訳などについて語りました。

日本特許法の最近の改訂、特に異議申し
立ての廃止、無効手続き補正は、カワイ ヒ
ロアキ氏（JPO）により発表されたほか、独
立行政法人 工業所有権情報（NCIPI）のマ
ツダ ワタル氏は特許分析と特許マップの利
用法に関する興味深い話を提供しました。

ll Gyu Kim 氏のプレゼンテーションは、
KIPRIS データベースの改良についての特
別な資料を用いて、韓国特許庁の特許情報
政策原理と現在入手可能な韓国特許情報
製品の範囲の概要を発表し、最後に、KIPO
により実施されている機械翻訳プロジェクト
の将来の見通しで話を結びました。

フィードバック

「極東と
」
極東と西欧ミーティング
西欧ミーティング、
ミーティング、2004」

日本における
日本における特許法
における 特許法と
特許法と特許分析の
特許分析の新 し
い展開

KIPRIS システムと
システムと 韓国特許情報の
韓国特許情報の 普
及

中国特許法および
中国特許法および中国特許情報
および中国特許情報
Dongping Que 氏（SIPO）は、特許権行使
を取り巻く問題を参照しながら、中国におけ
る特許法制定、法律の重要な変更について
発表し、知的財産権発行ハウス（SIPO）の
Xuefeng Chen 氏は、代表団の方々に、
CD/DV-ROM 製品を用いた紙発行から、イ
ンターネットデータベースや TCM（昔からの
中国の医薬）特許データベースまでの中国
特許情報ワールドを紹介しました。

同僚やエキスパートに会うため、そして、
最も高く評価された「ネットワーク」作りの面
で、フォーラムは参加者から大変好評です。
日本、中国、韓国の代表団にとって、イベ
ントは、ヨーロッパのユーザの問題、課題、
要請についてより多くのことを見つけ出す機
会でもあり、英語による特許情報製品に対し
更なる展開のアイデアを手に入れる機会で
もあります。

将来の
将来の展望
参加者は、英語によるインターネットサー
ビスとデータベース同様、もっともっと中国、
韓国の特許法問題や特許法制定について
の情報を知りたがっていました。そして、日
本特許情報ヘルプデスク同様、中国、韓国
特許情報についてのヘルプデスクをウィー
ンに設立してほしいと切に願っていました。
「極東と西欧のミーティング、ウィーン
2004」の詳しい情報は、
http://www.european-patent-office.org/epi
dos/conf/jpinfo/2004/ にアクセスして下さ
い。

マレーシアの
マレーシアの工業所有権
EPO は、現在アジアの他の国々を含め
る拡張準備段階にあります。公式な合
意が既に中国と交わされ、他のアジア
の国々の工業所有権システムについて
の情報を一堂に集めることにしました。
今回号の EPIDOS ニュースではマレー
シアについて見てみることにしましょう。

「Tulen パトロール」で知られる商標の
反海賊行為キャンペーンは、事務所を
無作為にチェックしました。その結果、
2004 年だけでも、ソフトウェアの非合法
利用に対する警告状の発送が 24000
件にものぼりました。マレーシアでは、ソ
フトウェアは著作権法（1987）により文
学的作業として扱われ特許を受けるこ
マレーシア工業所有権には、特許（有
とができないものとされてきました。
効 20 年）、実用新案（許可有効 5 年、オ
マレーシア知的財産協会（IPCM）は
プションとして、3×5 年延長可能）、商
2003 年に、全ての IP 立法と IP 関連問
標、工業意匠、地理的表示、集積回路
題に関する公式の監督、審議、規制母
のレイアウト意匠があります。2003 年
体として活動を開始しました。その中に
に、マレーシアは特許法を修正して、
審査官を増やすことや、インターネット
PCT 加盟国となり、2005 年から PCT
を通して特許と商標調査を可能にする
出願を受け入れることにしました。
いくつかの政策がとられました。
更に、マレーシアはオンライン特許・商
ビジネスソフトウェア連合によると、マ
標出願の導入と、特許権者と可能性の
レーシアは、WIPO に加盟、TRIP に調
ある投資家との間を取り持つことにより
印、ベルヌ調印にもかかわらず、アジア
IP で保護された製品を商品化するデー
／太平洋の平均よりも 13％も多い海賊
タベースを構築中です。
行為があります。当局は、この問題を取
IP 訴訟の増加を理由に、マレーシア
り上げ、解決に日々尽力しています。例
政府は訴訟の処理の迅速化を図る特
えば IP 侵害を止めるよう訴えるいくつ
別な IP 裁判所を設立しました。
かのキャンペーンを行ないました。その
来たる IP 戦略計画とミレニアムキャピ
ような施策のひとつに国内省庁のもの
タルビルを一緒にしたこれらの施策は、
があります。
IP 保護製品の商品化と輸出の改善、そ
してマレーシアはビジネスにおいてより
魅力的で安全な国になろうとしているこ
マレーシア IP 刊行物への
刊行物への有用
への有用な
有用なリンク
とをアピールすることを目的としていま
■IPCM： wwwmipc.gov.my
す。
■ECAP：
日本と他のアジアの国々のヘルプデ
www.ecap-project.org/ecap/site/en/welcom
スクは、下記のとおりです。
e/asean/malaysia/
■工業所有権エキスパートグループ(IPEG)： 電話： +43 1 52126 4545
www.apecipeg.org/default.asp
ファックス： +43 1 52126 4197
■マレーシア知的財産法の案内：
e-mail: jpinfo@epo.org
www.lawyerment.com.my/intelectual/patent
.shtml

Kitty Silva
2004 年の終わりに起きたあの恐ろしい津
波が原因で、Kitty Silva 女史がなくなったと
凶報が届いた時、EPIDOS ニュース編集長
はショックと深い悲しみで一杯でした。Kitty
Silva 女 史は GlaxoSmithKline で働 き、
EPIDOS 年次会議では必ず顔を出していま
した。Kitty 女史と夫である Sam は、スリラン
カの海岸道路をバスに乗って移動中に津波
に襲われました。バスは止まり、みんな走っ
て高台に避難すべきであったのですが、

水が襲ってきた時、Kitty 女史は何処に
行ったか分からなくなり、次の日、死体
で見つかりました。彼女の妹もまた旅
行中で、同じく亡くなりましたがが、夫は
無事でした。
Kitty 女史の GSK のヨーロッパの同
僚、8000 人が立ち上がり、粉々になっ
た家屋の再建にスリランカに入りまし
た。
Kitty Silva 女史は、みんなをハッピー
にする人、特許情報の優しい人として
末永くみんなの心の中に残っているこ
とでしょう。

Questel・Orbit
ニュース：
FamPat
Questel･Orbit は FamPat と呼ぶ新しい
特許ファミリーデータベースを立ち上げ
ました。
PlusPat ファイルと世界 75 特許関係局
から得た 5 千万レコード以上のデータ蓄
積に基づいて、FamPat は、レコードを
編集して強力な検索のできるパテントフ
ァミリーを提供しています。タイトル、抄
録 、 発 明 者 、 出 願 人 、 ECLA 、 USC 、
IPC データでファミリー特許間の検索が
可能です。
パテントファミリーを組み立てる唯一
の基準として発明を考えたときに、
FamPat は、特許法における多様性、
「パテントファミリー」を構成するものが
何であるかの異なる定義によって引き
起こされる問題にひとつのソリューショ
ン を提供致し ます 。従って、Questel・
Orbit は、次のようなことを可能にしま
す。
■より正確で網羅的検索
■関連発明にまで拡張した簡潔な表示
FamPat は、esp@cenet®で等価を定義し
ている EPO の「厳格」ルールと次の追加
ルールを採用しています。
■12 ヶ月出願期限を越えた出願（インテレク
チュアルファミリー）
■発明とは何か、異なる庁内定義－特に日
本との相違
■EP と PCT 出願間のリンク
■US 仮出願と公開出願
詳しい情報は、www.questel.orbit.com ま
で。

彼女のご家族、友人そして同僚に心
からのお悔やみを申し上げます。
不幸にも彼女はもうこの世にはいま
せん。

前回号の
回号の EPIDOS ニュ
ースで
ースで見逃したこと
見逃したこと
EPIDOS ニュースのもう一つの発刊は、ウェ
ブサイト上の
http://www.european-patent-office.org/ne
ws/epidosnews/ だけに公開され、紙形式
では発行されません。それ故、見過ごされて
しまわれた方々のために、前回号の
EPIDOS News 4/2004 のハイライトをここ
で紹介します。
IPC 再構築：
再構築： 調査にどのような
調査にどのような影響
にどのような影響があり
影響があり
ますか？
？
ますか
以前の EPIDOS ニュースの中で IPC の再
構築に関する基本的な原理が簡単に紹介さ
れました。そして、4/2004 号では、特許サー
チャーのために、再構築によりもたらされる
役に立ついくつかの事柄が紹介されました。
新しい特許情報
しい特許情報ウェブサイト
特許情報ウェブサイト
EPO はヨーロッパ特許情報の全てのリン
ク窓を一つの画面傘下に集めました。この
ページは、EPO ホームページにあり、そこか
ら該当サイトにリンクします。または、
http://patentinfo.european-patent-office.or
g に直接アクセスして下さい。

IPC 再構築：IPC 分類
基本構想
過去の記事では、ＩＰＣ再構築の原
理、検索の面から再構築によりも
たらされるいくつかの結論に焦点
を当てましたので、今回号では、
サーチャーと分類付与者による分
類体系の利用について少し見てみ
ることにしましょう。
過去の EPIDOS ニュース記事の中で説明し
たように、新しい IPC はアドバンストレベル
（基本的には、いくつかの変更と追加を施し
た現行の IPC）と、コアレベルから構成され、
アドバンストレベルの小分類は約 20000 グ
ループから構成されています。
WIPO は 2005 年の 6 月に改訂版 8 版
(「IPC2006」)を発行します。3 年周期でアッ
プデートされるコアレベルが紙形式で入手
可能になります。
アドバンストレベルは、3 ヶ月周期でアップ
デートされますが、WIPO はこれをウェブサ

分類定義では、分類箇所の対象とする範
囲、他の技術との境界線の詳細な説明が設
けられています。定義は、ユーザが簡単に
必要な情報にたどり着けるように、7 区分に
細分化され、表で示されています。
これら定義は、EPO が中心となって、各国
の特許庁の経験豊かな審査官により作成さ
れつつあります。もちろん、そのような作業
は彼らにとっては簡単でしょう。そして IPC
再構築が 2006 年度に導入されるときまでに、
IPC 分類エントリー（いくつかのサブクラスと
メイングループ）の断片部分ではありますが、
Fig.1 に 示 す よ う な 定 義 表 が 作 成 さ れ 、
WIPO と主だった特許庁がこれらの定義へ
の追加作業を引き続き行なうことでしょう。

定義解説

分類箇所に対する適切な主題の詳細な説明

大きな主題エリア間の関係

サブクラスのスコープが一般には他の大きな主題エリア
（例えば、他のサブクラス）との関係に影響される。これ
らの関係をここで説明する。

2004 年度 EPIDOS 年次会議の
年次会議の議題から
議題からホ
からホ
ットな
ットな話題
2004 年度 EPIDOS 年次会議では、特許
情報ユーザにとって、大変重要な刊行物が
封入されたプログラムがありました。
会議のホットな議題は、esp@cenet®、IPC
再構築、XML 並びにヨーロッパのより若い
世代に工業所有権を浸透させる方法、があ
りました。

イト上でのみしか公表しません。
IPC グループのタイトルは、時々、解釈の
余地を残しています。それ故、解釈の違い
が分類に対する IPC の付与や検索目的に
関して矛盾を引き起こしていました。インター
ネットバージョンで入手可能な新しい IPC の
分類定義は、分類付与者やサーチャーにと
って、与えられた技術主題に関連する分類
エントリーが見つけ出しやすいように改良さ
れています。

このサブクラス内の分類に等価であ 主題箇所によりカバーされる主題ではあるが、他の場所
るレファレンス（限定レファレンス）
でも選択される時。

情報提供用レファレンス

主題の位置を示すレファレンスは検索の時に有用であ
る。しかし、そのレファレンスは分類箇所のスコープの範
囲内ではなく、例えば、アプリケーション指向の箇所から
一般（機能指向）の箇所までのレファレンスである。

このサブクラス範囲内における分類 最下位箇所優先規則や先頭箇所優先規則のような、全
特別規則
体のサブクラス或いはグループ内で適用される分類規
則。
ターム用語集

タイトルや定義説明の中で見出した意味のあるワードや
フレーズ。特に、タームが IPC の中で一般的な使用法よ
りもより正確あるいは限定的に使用されている場合に有
用。

同義語とキーワード

特許ドキュメント自身あるいは技術文献の中で使用され
ているタームからの同義語、キーワード、略語、頭文字
のリスト。これは技術分野をテキスト検索する検索質問
を作成する時に役に立つ。

1) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/ipc_ce_36/ipc_ce_36_8.doc をご覧下さい。

Register Plus：
：
EPO からの新
からの新しいワンストップショップ
しいワンストップショップ
2001 年 3 月 1 日 に 開 始 さ れ た
epoline® Online European patent
Register は、主として個々のヨーロッパ
特許出願の各段階の状況を知りたいと
考えているユーザに対して設計されまし
た。この中には全ての公開されたヨーロ
ッパ特許出願データの他に、EPC 締約
に基づき EP を指定国とした公開国際
出願（PCT）のデータが入っています。
そして、書誌的事項、登録手続き、各出
願のリーガルステータスおよび異議或
いは審判手続きを提供しています。

Register Plus は EPO サービス統合化
サービス統合化
をワンランク押
ワンランク押し上げる。
げる。
2004 年 11 月、ザルツブルグで開催された
epoline® 年 次 会 議 で 紹 介 さ れ た 新 し い
Register Plus サ ー ビ ス は 、 Online
European Patent Register と Online Public
File Inspection の情報に、以前から採用さ
れてきたリンクの方法以外の方法、即ち一
個のインターフェースを介してアクセスする
ことが可能です。このサービスは、Online
European Patent Register と Online Public
File Inspection か ら 全 て の 情 報 、 そ し て
esp@cenet®内の INPADOC ファミリー、リ
ーガルステータスデータ、並びにオープン特
許サービスを取得できる「ワンストップショッ
プ」で設計されました。それにより、ユーザは、
書 誌 的 事 項 、 Online European Patent
Register 内の手続き上のリーガルステータ
スに加えて、ファミリーデータや国内移行の
許可後情報を得ることができます。

「刊行物ニュース」は、読者に統計と一
般的な EPO 刊行物に関する情報を提
供する EPIDOS ニュースの定期的記
事です。

特許発行数

Register Plus へのアクセス
へのアクセス方法
アクセス方法
Register Plus はパブリックなサービスで、
誰でも、ユーザ名とパスワード、或いはお持
ちのスマートカードでアクセスすることができ
ます。

Register Plus はどのように使
はどのように使うのです
か？

ユー ザ は、 epoline® Online Public
File Inspection サービスを介して関連
する特許出願ファイルを閲覧することが
できますし、更に、ヨーロッパ特許出願
を構成する全ての一般ドキュメントにア
クセスすることができます。
ユーザフィードバックに応えて、2003
年 6 月に、Online European Patent
register と Online Public File
Inspection との間にハイパーリンクが導
入されました。

Register Plus ユーザは、simple サーチと
advance サーチのいずれかを選択します。
Advance サーチ検索画面（Fig.1）では、ター
ムとブール演算子、AND、OR、NOT を組み
合わせて利用することができます。
一般検索条件を入力すると、メイン画面が
表示され、そこで、法的データ、書誌的事項、
手続き上のデータを見ることができます。そ
して、アドレスや包袋データを見るために、
Show All Details ボタンをクリックします。更
に、オプションにはリーガルステータス、処理
履歴、引例、パテントファミリー（Fig.2）、およ
び全てのドキュメント閲見があります。
全ドキュメント閲見は Online Public File
Inspection 附帯のサービスであり、ドキュメ
ントの直接閲覧・印刷を可能にします
（Fig.3）。
Online European Patent register と
Online Public file Inspection サービスは、
2005 年 6 月 30 日をもって閉鎖されます。こ
れら二つのサービスを介して得られる現行
情報は、新しい Register Plus から入手可能
となります。

epoline®ユーザデー
ユーザデー2005：
：
ユーザデー
5 月 20 日－シナイア、
シナイア、ルーマニア＋
ルーマニア＋
9 月 8 日－ブリュッセル、
ブリュッセル、ベルリン
epoline®年次会議
年次会議 2005：
：
11 月 23-24 日－アテネ、
アテネ、ギリシャ
Register Plus の利点
■無償オンラインサービス。
■法的な特許情報へのクイックで簡単な
アクセス。
■収録拡大：ヨーロッパ段階とそれを越
■
えたリーガルデータにアクセス。
■シンプルサーチとアドバンスサーチオ
プション。
■異なる閲覧方式により、欲しい情報タイ
プを正確に表示。
■登録ユーザとスマートカードユーザに
対する安全な環境（SSL）。
■Patent Register データの XML 形式
ダウンロードオプション。

2005 年セミナープログラム、
セミナープログラム、
現在オ
現在オンライン上
ンライン上で入手可能
2005 年度 セミ ナー プロ グ ラム が、
http://patentinfo.european-patent-offi
ce.org/learning/からオンラインで入手
可能です。
更に、INPADOC や日本特許情報に
関するコースに加えて、再度、EPO 特
許情報ビギナー用セミナーが今年の 6
月と 9 月に開講されます。
また、順調な出だしを切っているバー
チャル教室セミナーのシリーズもトピッ
クスを追加して引き続き開催されます。
プログラムの更なる新しい特徴としては、
「ニュースライブ」があり、ユーザはその
「短時間オンライン講座」から最近のニ
ュースやアップデートを知ることができ
ます。
セミナープログラムの詳細は、
training.vienna@epo.org の Roland
Feinäugle までご連絡下さい。

PATINFO 2005
2005 年 6 月 2-3 日、ドイツのイルメナウ
工科大学で、第 27 回特許情報学会が
開催されます。このイベントのテーマは、
「特許法、特許調査、特許分析：特許有
効利用」です。
詳しくは、www.paton.tu-ilmenau.de ま
で。

Inspec からの
新しい一般文献
しい一般文献ソース
一般文献ソース。
ソース。
Inspec は、1898 年から 1968 年まで
の化学文献抄録ジャーナル（1 巻まで遡
る）の電子化を行ないました。化学文献
抄録ジャーナルは、物理、コンピュータ、
電気・電子工学に関する技術一般文献
として有名であり、Inspec データベース
の立役者となりました。

これにより、70 年間以上収集され続け
てきた 873700 レコードの国際的な英文
科学及び技術文献にアクセス可能とな
ります。

EPO 特 許 情 報 会 議
2005
今 年 の EPO 特 許 情 報 会 議
（”EPIDOS”）は、ブダペストの Corinthia
グランドパレスホテルで開催されます。
今回は、2003 年、2001 年、1999 年同
様、ヨーロッパ委員会の PATINNOVA イ
ベントに会議を併せようと計画されてい
ます。
暫定プログラムと他のイベント情報は、
2005 年 5 月 、 会 議 ウ ェ ブ サ イ ト ：
http://www/european-patent-office.or
g/epidos/conf/epic2005/ か ら 入 手 可
能です。

新しくなった電子化 Inspec アーカイブ
は、印刷された化学抄録ジャーナル
176 巻分（ページにして 140000 ページ
以上）について電子化を行ないました。

※この EPIDOS News の英文による原文は、ヨーロッパ特許庁により発行されたものです。また、ヨーロッパ特許庁のご好意によりこの発行物の日本語訳が
許可されたものです。従って、本掲載文に関する著作権は、ヨーロッパ特許庁と株式会社ワイゼルにありますので、許可なく無断で利用することを禁じます。
編集・翻訳：株式会社ワイゼル 毎田／米山

